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福山城400年博-FUKUYAMA CASTLE EXPO 2022- 

 

1622 年（元和８年），福山城が築城し，「福山」というまちが誕生

して４００年を記念して，記念事業の目的に掲げる「城があるまち福

山」を市民全体の誇りとするため，福山城及び周辺をはじめ，市内全

域を会場に，本市の歴史文化資源の価値や魅力を発信することで，歴

史文化を生かしたまちづくりや観光振興につなげる機会とします。 

 

○実施期間：2022年（令和４年）１月～2023年（令和５年）１月 

○実施場所：福山市内 

 

  ○コンセプト

 

 

先進性 創造性 

新しいことに挑戦しつづけてきたまち 

初代藩主水野勝成，一番槍，放浪時代，名君 等 

交通の要衝と豊かな資源，文化交流が伝統芸能やものづくり

の文化を育んできたまち 

山陽道，宿場町，能楽，茶道，琴，備後絣，びんご畳表，食 等 

 

多様性 持続性 

多くの人材の交流や国際性，ローズマインドを育ん

できたまち 

阿部正弘，藩校，誠之館，菅茶山，廉塾，ばら 等 

安心・安全で豊かな環境づくりに取り組んできたまち 

鉄板張り，城下町，上水道，干拓，砂留 等 

 

 

■１月                                            

市民企画事業 

■芦田大谷砂留遊歩道整備作業 

期間：１月～３月 

場所：芦田大谷砂留周辺 

主催：芦田大谷砂留を守る会 

 

■福山城及び城下町を対象としたデジタルスタンプラ

リー大会 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山城及び周辺の旧城下町一帯 

主催：備陽史探訪の会 

※事業は 2021年 12月 22現在 
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■我龍ＧＡＲＹＵ福山城４００年応援プロジェクト 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山城周辺ほか 

主催：我龍ＧＡＲＹＵ 

■福山城築城４００年記念短編映画『しろぅ遊戯(仮）』

制作と上映 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山駅前シネマモードほか 

主催：株式会社フューレック 

■「福山城築城４００年祭」(仮） 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山駅西地区（三之丸町） 

主催：福山駅前商店会 

■次世代へ紡ぐ～福山の『誇』伝承～ 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山市内及び市内各小学校 

主催：福山葦陽ライオンズクラブ 

■「福山城４００年博」魅力発信！ＡＲクイズ＆スタン

プラリー 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山城を中心に福山駅周辺の公共施設と一部

商業施設 

主催：ビックウイン 

■福山城講演会 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山市内 

主催：広島県建築士会福山支部 

 

■福山藩 誠之館正課「佐分利流槍術」紹介事業 

期間：１月１日～2023年１月 31日（期間中の１日） 

場所：福山城，中央公園（ローズコム）など 

主催：誠武無染舎(佐分利流槍術) 

■子どもたちに伝えたい「お城がみてきた福山のまち」

紙芝居制作 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山市内 

主催：福山城紙芝居制作グループ 

■シン・ウズミの普及 

期間：１月１日～年 12月 31日 

場所：福山市内 

主催：Ｐｒｏｊｅｃｔ ＳＭＩＬＥ 

■「ホタルと花と砂留と」砂留周辺を観光地に 

期間：１月１日～11月 30日 

場所：堂々川１番砂留から堂々公園（福山市神辺町） 

主催：堂々川ホタル同好会 

■福山市西南部(松永・沼隈地域)における「令和歳時

記」 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山市西南部（松永・沼隈地域）の各所 

主催：蔵を保存する会 

■神辺本陣・廉塾と神辺宿 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：神辺町内（神辺公民館，神辺本陣，廉塾，町家） 

主催：神辺学区まちづくり推進委員会 

■川口東学区４０周年記念「ふるさと福山の歴史アー

カイブ」事業 

期間：１月１日～12月 31日 

場所：川口東学区ほか市内 

主催：川口東学区まちづくり推進委員会 

■歴史散策マップと解説動画制作事業 

期間：１月１日～12月 31日 

場所：山野町ほか 

主催：山野民俗資料保存会 

 

■福山藩初代藩主水野勝成のまちづくり～母なる川

「芦田川」との共生～ 

期間：１月１日～12月 31日 

場所：羽賀地区及びまなびの館ローズコム 

主催：羽賀自治会庶務広報部 

■福山とんどの継承活動とＣＤ及び解説冊子の作成 

期間：１月１日～2023年１月 31日 

場所：福山市内 

 主催：福山市古典芸能保存会 

 

関連事業 

■早春の展示「商い・遊び・祈り－木簡が語る中世－」 

 期間：１月 21日～３月 21日 

場所：広島県立歴史博物館 

内容：福山城ができる前の福山湾に栄えた港町「草戸千軒」に暮らした人々の生活や文化を紹介 
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■２月                                            

市民企画事業 

■水野勝成エキシビジョンマッチ 

期間：２月５日～12月 31日（期間中の１日） 

場所：福山通運ローズスタジアム 

主催：福山シティフットボールクラブ 

関連事業 

■近世文化展示「菅茶山と家族たち」 

 期間：２月５日～３月 27日 

場所：広島県立歴史博物館 

内容：福山藩儒となった菅茶山とその家族について紹

介 

■守屋壽コレクション「ペリー来航と幕末」 

 期間：２月５日～３月 27日 

場所：広島県立歴史博物館 

内容：江戸幕府老中の阿部正弘が対応したペリー来航

に関する資料を紹介 

■２００日前カウントダウンイベント                              

■福山城にカンパイ！福つまみキャンペーン 

  期間：３月   

場所：市内飲食店 

  内容：２００日前イベントとして，「福つまみ」と連携した 

キャンペーンを実施 

■国重要文化財 沼名前神社能舞台改修記念行事                               

■沼名前神社能舞台保存修復こけら葺屋根完成記念能「鞆の浦 花舞台」 

  期間：３月 19日 13：00～14：00   

場所：沼名前神社能舞台 

  内容：連吟「西王母」，仕舞「高砂」，連吟「鞆浦」，舞囃子「八島」，能「羽衣」 

  主催：喜多流大島能楽堂 

■３月                                            

市民企画事業 

■「守り伝えよう別所砂留」江戸時代の巨大土木遺産 

期間：３月中旬～４月下旬 

場所：別所砂留（芦田町） 

主催：福相学区まちづくり推進委員会 

関連事業 

■絵灯篭の絵展示 

期間：３月 25日～31日 

場所：中央公園・まなびの館ローズコム 

内容：「福山城築城 400年に思いを馳せる」をテーマ

に絵灯篭の絵を募集・審査・表彰し，展示 

主催：福山市ＰＴＡ連合会 

■文連芸術祭 第７回日本舞踊の祭典「未来へ集う」 

 期間：３月 27日 10：30～ 

場所：リーデンローズ大ホール 

 主催：福山文化連盟 
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■４月                                            

市民企画事業 

■熊野町（一乗山城、常国寺等）の歴史ガイド小学校連携磨き上げ事業 

期間：４月１日～12月 31日 

場所：熊野町ほか 

主催：熊野学区まちづくり推進委員会 

関連事業 

■福山名所コンサート in文京区 

 期間：４月３日 

場所：文京区立誠之小学校 

 主催：喜多流大島能楽堂 

■第２７０回記念 喜多流大島能楽堂定期公演 

 期間：４月 17日 

場所：喜多流大島能楽堂 

 主催：喜多流大島能楽堂 

■野々口立圃顕彰俳句大会・記念講演会 

期間：４月 17日 

場所：まなびの館ローズコム 

内容：俳句の募集・審査・各賞の決定・福山城築城４００年を記念した講演会 

 主催：福山文化連盟 

■国重要文化財 備後一宮吉備津神社本殿改修記念行事                       

■企画展「祀る－勝成吉備津神社再建へのまなざし－」 

  期間：４月 21日～６月 26日 

場所：しんいち歴史民俗博物館 

■備後一宮吉備津神社本殿改修記念行事 

  期 間：４月 24日 記念講演，30日 郷土芸能 

      ５月３日・４日 コンサート，５日 稚児行列 

  場 所：備後一宮吉備津神社 

■５月                                            

■６月                                            

市民企画事業 

■福山城ウエディング無料プレゼント 

期間：６月１日～９月 30日（期間中の１日） 

場所：福山城 

主催：ホーリーザイオンズパークセントヴァレンタイン 

関連事業 

■ふくやま駅前ストリートＢＡＬ 

 期間：６月～８月（土曜夜店に合わせて） 

場所：福山駅周辺 

 主催：福山商工会議所ほか 

■葛原しげる生誕１３５年記念事業「（仮称）小松耕輔

とともに歩んで」 

 期間：６月 25日 

場所：神辺文化会館 小ホール 

 主催：葛原文化保存会 

関連事業 

■ふくやま駅前マルシェ 

期間：５月 

場所：福山駅周辺 

主催：福山商工会議所ほか 
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■７月                                            

■８月                                            

市民企画事業 

■創作詩吟の実演と大修繕成った福山城天守の映像配信 

期間：８月１日～10月 31日（期間中の１日） 

場所：福寿会館または福山城天守前広場 

主催：千田地区親睦吟詠会 

■福山城築城４００年記念茶会 

期間：８月 

場所：福山城天守，福寿会館望城亭 

主催：鞆の津茶会実行委員会 

■温故知新！もめん市場 

期間：８月６日～28日（毎週土曜日と最終日の昼間） 

場所：本通商店街 

主催：福山本通商店街振興組合 

関連事業 

■全国城下町シンポジウム福山大会 

期間：８月 26日～28日 

場所：リーデンローズ大ホールほか 

内容：フォーラム，セミナー，福山城幸盛ナイト，市内

を会場に分科会やエクスカーション等 

 主催：福山青年会議所 

■「福山城を描こう」 

 期間：８月１日～９月 30日 

場所：福山城内 

 主催：福山城博物館友の会 

 

■９月                                            

市民企画事業 

■福山温故知新-Good old new face- 

期間：９月 23日 

場所：福山城伏見櫓，湯殿，月見櫓周辺 

内容：市内事業者や高校等と連携したワークショップやマルシェ，イベントの開催 

主催：伏見町商店会 

関連事業 

■鼓童「歴代藩主に捧げる祝い太鼓」（仮称） 

期間：９月 10日 

場所：福山城（予定） 

内容：太鼓芸能集団「鼓童」メンバーによる築城４０

０年を祝った演奏会 

■鼓童ワン・アース・ツアー２０２２（仮称） 

 期間：９月 11日（日）14：00（予定） 

 場所：リーデンローズ大ホール 

内容：太鼓芸能集団「鼓童」による築城 400年を記念

した演奏会 

■ふくやま文学館企画展「藩校誠之館を起源とする福山中学校卒業生―葛原しげる・福原麟太郎・井伏鱒二・小

山祐士・村上菊一郎」 

 期間：９月 16日～11月 27日 

場所：ふくやま文学館 

内容：広島県立福山中学校時代の卒業生である 5人を取り上げ，紹介する 

■企画展「城のある風景」 

 期間：９月 17日～11月６日 

場所：しんいち歴史民俗博物館 

■鞆の浦 deＡＲＴ 

 期間：９月 26日～10月 17日 

場所：鞆の浦地区一円 

関連事業 

■企画展「生誕１３０年金島桂華展」（仮） 

期間：７月 15日～８月 21日 

場所：菅茶山記念館 

 

■第２９回ふくやま琴まつり 

期間：７月 23日 

場所：リーデンローズ大ホール 

 主催：ふくやま琴まつり実行委員会 
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■１０月                                           

市民企画事業 

■「備陽六郡志と宮原直倁」の冊子を発刊する事業 

期間：10月６日の草魂忌までに発刊 

場所：一心寺（寺町）境内ほか 

主催：「備陽六郡志」の著者宮原直倁顕彰会 

■鬼日向水野勝成を上演する市民の会 

期間：10月 

場所：神辺文化会館大ホール 

主催：朗読劇 温故知新 

 

■お城ｄｅミュージカルＣＡＦＥ 

期間：10月８日・９日 

場所：福山城 

主催：Ｕ－Ｑ革命 

関連事業 

■福山城博物館リニューアル記念特別展         ○記念講演・シンポジウム 

「水野勝成と徳川四天王－神君家康の守護者達－」    期間：10月２日 

 期間：10月１日～11月 20日               場所：リーデンローズ大ホール 

場所：福山城博物館・ふくやま美術館 

■特別展「沼名前神社」～水野家ゆかりの宝物～ 

 期間：10月６日～11月 20日 

場所：鞆の浦歴史民俗資料館 

 

■福山城探検ウォークラリー 

 期間：10月９日 

場所：福山城公園内 

主催：福山城博物館友の会 

■ＯＰＥＮ ＳＴＲＥＥＴ ＦＵＫＵＹＡＭＡ 

 期間：10月 

場所：福山駅周辺 

主催：福山商工会議所ほか 

■ひろしまアートラウンジ 

期間：10月 

場所：市内 

主催：ひろしま文化振興財団 

■新作能「福山」上演会 

 期間：10月 29日 

場所：リーデンローズ大ホール 

主催：喜多流大島能楽堂 

■菊花展覧会 

期間：10月下旬～11月下旬（予定） 

場所：福山城及び周辺 

■１１月                                           

市民企画事業 

■福山城築城４００年みんなで祝うかんなべ文化連盟まつり 

期間：11月 26日・27日 

場所：神辺文化会館 

主催：かんなべ文化連盟 

関連事業 

■備後フィッシュフェス＆福山ワインフェス 

 期間：11月 

場所：福山城及び周辺 

■福山城築城４００年記念「千人茶会」 

 期間：11月 13日 

場所：福山城湯殿，福寿会館，ふくやま美術館 

 内容：表千家，裏千家，上田宗箇流の三流派合同によ

る記念茶会 

■第１９回全国藩校サミット福山大会                               

福山藩阿部家７代藩主阿部正弘公と藩校「誠之館」を中心とした教育や人材育成について振り返り，未来の教育

について語り合うことで，漢字文化の一層の振興とこれからの人づくり，まちづくりに寄与することを目的として

開催 
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テーマ：誠－阿部正弘公の精神から学ぶ－～誠者天之道也 誠之者人之道也～ 

期間：11月 19日・20日 

 場所：リーデンローズ大ホールほか 

 内容：19日 藩主会議，藩校会議，全国藩校サミット，交流会 

20日 エクスカーション 

主催：一般社団法人 漢字文化振興協会，第１９回全国藩校サミット福山大会実行委員会，福山誠之館同窓会 

■関連行事 

  ○守屋壽コレクション「ペリー来航と幕末」※再掲 

○福山名所コンサート in文京区 ※再掲 

○阿部正弘公がお国入りの際に提供された料理「鯛麺」による食文化の顕彰 

  ○本格ミステリー作家島田荘司氏作オペラ「黒船」披露 

■12月～1月                                        

市民企画事業 

■福山城築城４００年記念日本一早い豆まき「福まき」 

期間：2023年１月４日～９日（期間中の１日） 

場所：福山城 

主催：ＫＯＲＥＦＵＫＵ 

■葛原勾当誕生２１０年記念事業「狐の嫁入り」 

期間：2023年１月 28日・29日 

場所：葛原邸（葛原家住宅），神辺文化会館大ホール 

主催：葛原文化保存会 

関連事業 

■福山城あかりまつり 

 期間：12月～2023年１月（予定） 

場所：福山城及び周辺（予定） 

主催：福山商工会議所青年部 

 


